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吉備の杜プロジェクト 災害時の食管理・選択のための媒体開発
保健福祉学部看護学科 森永裕美子
保健福祉学研究科看護学専攻 清野花奈、西川萌菜、濵本さいか、山口珠穂、脇谷紀之
総社市役所健康医療課 高橋伸悟 林美恵子

連絡先 森永裕美子 morinaga@fhw.oka-pu.ac.jp

地域の健康課題を抽出するというプロセスには、地域診断という段階があります。地域診断
とは、地域のあらゆる統計データ・健康情報データ・住民の声などをアセスメントし、健康課題
を抽出する手法です。今回、総社市のデータ等を活用してこの地域診断をし、健康課題を抽出す
る際に、総社市における「栄養課題」を改めて抽出しました。

また、平成30年の豪雨災害で被災した総社市では、災害時の食の確保、持続的な食事管理の必
要性が明らかになっていました。そこで、総社市の栄養課題を踏まえ、災害が発生し、十分な食
材確保、食事管理ができにくくとも、その中で最善の食管理を行うことを目指し、食選択のため
の媒体開発を総社市の栄養士さんら共同で行いました。災害時であっても、高血圧や糖尿病等の
現病を悪化させないような食事の選択、自分の身体の状況にあった食材や量を選択できるよう、
一目見てわかる掲示物としました。

〈幼少期の栄養課題〉
・小中学生の肥満解消のための、親と子に対する

食育の必要性
〈成人期・高齢期栄養課題〉
・ダイエットに関する知識不足
・組み合わせの調整による栄養バランスの改善
・運動量に合わせた適切な食事量の普及啓発
・健康習慣に関する知識の誤りの改善
〈高齢期の栄養課題〉
・楽しんで食事をできる場やサービスの提供
・口腔機能の維持・向上
・高齢者の高血圧に対する食育



ノックアウトマウスを用いた12-リポキシゲナーゼの肝における役割解明

保健福祉学部栄養学科 高橋吉孝、戸田圭祐、川上祐生、山本登志子
保健福祉学研究科栄養学専攻 玉井玲名

独創

連絡先 高橋吉孝 ytaka@fhw.oka-pu.ac.jp

12-リポキシゲナーゼ（12-LOX)はアラキドン酸などの不飽和脂肪酸に部位特異的、立体特異
的に1分子の酸素を添加し、過酸化脂質である12-ヒドロペルオキシ酸を生成する酵素で、S体を
生成する12S-LOXとR体を生成する12R-LOXが知られている。12S-LOXには血小板型、白血球
型、皮膚型の３つのアイソザイムが知られているが、我々はこれまでの研究で、メチオニン・
コリン欠損食（MCD食）を給餌して作成したNASHモデルマウスの肝において、血小板型12S-
LOXが上昇すること、この酵素が肝線維化において中心的な役割を果たす活性化肝星細胞（筋
線維芽細胞）に局在することを明らかにした。さらに、ヒト肝星細胞株TWNT-1に血小板型
12S-LOXを安定形質発現させることに成功し、昨年度の独創的研究費でこの細胞とコントロー
ル細胞のDNAマイクロアレイ解析を行うことにより、血小板型12S-LOXにより肝星細胞で発現
レベルが変化する遺伝子を同定することに成功した。

本年度は、これらの遺伝子の中で、特に発現がレベルが意外なことに減少していたコラーゲ
ン遺伝子COL1A1とCOL1A2について検討を進めた。リアルタイムPCR で調べたところ、ヒト
血小板型12S-LOX過剰発現TWNT-1細胞株の２つのクローンのいずれにおいても、これらの遺
伝子の発現レベルは低下していた。このうち１つのクローンでsiRNAを用いて血小板型12S-
LOXのノックダウンを行うと、 COL1A1とCOL1A2はいずれもその発現レベルが上昇した。さ
らに、血小板型12S-LOXノックアウトマウスと野生型マウスのそれぞれにMCD食を給餌して
作成したNASHモデルマウスの肝臓において、シリウスレッド染色により調べたコラーゲンの
面積比は、野生型マウスの約3.1%に対し血小板型12S-LOXノックアウトマウスでは約5.6%と
有意に高かった。以上のように、マウス肝において血小板型12S-LOXは、NASH進行に伴う肝
線維化を抑制する方向に働くことが示唆され、現在そのメカニズムを検討中である。



若年成人期からの高血圧予防支援ツールの検討

保健福祉学部栄養学科 久保田恵

独創

連絡先 久保田恵 mkubota@fhw.oka-pu.ac.jp

【背景と目的】高血圧発症関連因子として、食塩の摂取過多、野菜の摂取不足、肥満などの報告
がある。中でも日本人の平均食塩摂取量は成人男性10.9g/日、成人女性9.3g/日で、食事摂取基
準の目標摂取量を上回る現状である。特に20～40代では、男女とも20代の食塩摂取量が最も多い
ことから、若年成人期からの食塩摂取量の適正化が急務である。そこで、効果的な高血圧予防の
減塩対策のためには若年成人日本人の食塩の摂取源や塩分を高める食事の特徴を把握し、気軽に
住民自身が継続して取り組めるツールの開発と、効果的な食環境整備を行うためのターゲット食
材を明確にするために、本研究室でこれまで中高年の減塩対策のツールとして用いてきた塩分チ
ェックシート（以下塩分CS) を用いて若年成人の食塩状況把握の妥当性を検討した。

【方法】本学学生を対象に、塩分摂取状況調査は塩分CSによる食塩摂取状況に関する13項目の調
査、及び簡易型自記式食事歴法質問票（BDHQ）を用いて実施した。同時に質問紙による食習慣調
査、及びInBody530を用いた体組成測定（体重、BMI、体脂肪率、骨格筋量）を行った。

【結果と考察】BDHQによる推定1日食塩摂取量と塩分CS総得点の関連を検討したところ、男女と
もに正相関を示した。減塩に対する意識及び減塩への取り組みは共に女子が有意に高値であり、
塩分CS総得点も女子が有意に低値であった。男子では意識有群で塩分CS得点が有意に低値であっ
た。男女とも一人暮らし群がエネルギー摂取量、食塩相当量、塩分CS得点が低値を示したが、摂
取エネルギー1000kcalあたりの食塩相当量、塩分CS得点は、食事回数が少ないにもかかわらず実
家暮らしに比べ一人暮らしの方が高値を示した。塩分CS総得点に占める各項目得点の割合を検討
すると男子では麺類の摂取（回数、汁）が22％を占め、女子ではみそ汁・スープで14%と有意に
高値であった。一方で本調査対象では食事を1日3食摂取していない者や摂取エネルギーが極端に
低い者が5割以上であることから、塩分CS得点のみで食塩摂取量の定量評価に用いることは困難
であり、食習慣調査と組み合わせて減塩啓発ツールとして活用する必要性が示唆された。



肝星細胞の血小板型12-リポキシゲナーゼ発現調節機構に関する研究

保健福祉学部栄養学科 戸田圭祐、川上祐生、山本登志子、高橋吉孝
保健福祉学研究科栄養学専攻 玉井玲名

独創

連絡先 戸田圭祐： ktoda@fhw.oka-pu.ac.jp

非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)は、メタボリック症候群や糖尿病を基盤とし、著しいアル

コールの摂取がないにも関わらずアルコール性肝炎類似の肝組織所見を呈する疾患である。本
疾患は進行すると肝臓における炎症から肝細胞が傷害され、肝臓の線維化を引き起こし、高率
に肝硬変や肝臓癌に至る。NASHの発症・進展のメカニズムについては国内外において多くの研
究がなされているが、未だに不明な点が多い。

我々はこれまでの研究で、血小板型12-リポキシゲナーゼが肝臓の中でも肝線維化において中
心的な役割を担う肝星細胞に特異的に発現しており、NASH進展における活性化肝星細胞への分
化に伴って、その発現レベルが上昇することを明らかにした。そこで、肝星細胞における血小
板型12-リポキシゲナーゼの発現の調節に関わる因子について検討した。

本研究では、マウスから密度勾配遠心分離法で調製した肝星細胞の初代培養系に、肝線維化
に重要なコラーゲン遺伝子の発現を上昇させ、受容体が肝星細胞に発現することが報告されて
いる、あるいはNASHの進行に伴って増加する各種サイトカインを添加し、血小板型12-リポキシ
ゲナーゼのmRNAの発現レベルをリアルタイムPCRにより比較した。さらに、ヒト血小板型12-リ
ポキシゲナーゼ遺伝子の5’非翻訳領域をルシフェラーゼの上流につないだ発現ベクターをヒト
肝星細胞株に導入し、上記サイトカインを添加することによって本酵素の転写活性が変化する
かどうかについて検討を行った。現在、発現を上昇させるサイトカインを同定するべく、分析
中である。



認知機能・運動機能の自己認識に対する加齢の影響

保健福祉学部現代福祉学科 中村光
四国医療専門学校作業療法学科 磯谷晃一

共同

連絡先 中村光 hikaru@fhw.oka-pu.ac.jp

人は加齢に伴い自身の機能を過大評価し、高齢者における転倒や運転事故等の一因であるとの

意見がある。認知機能・運動機能の自己認識に対する加齢の影響を調べた。【方法】〈対象〉
地域在住の自立生活成人37名（成人中期10、成人後期９、前期高齢８、後期高齢10）。〈材料
と手続き〉言語性記憶検査であるRey Auditory Verbal Learning Test (AVLT)と、動的バラン
ス検査であるFunctional Reach Test (FRT)について、施行前に対象者に自身の成績を予測して
もらい、施行後には実測値をフィードバックし、その自己受容度（６＝非常に満足～１＝非常
に不満）の評定を求めた。他に、全般的認知機能検査であるMini-Mental State Examination 
(MMSE)および注意・遂行機能検査であるFrontal Assessment Battery (FAB)を実施した。【結
果】①成人・高齢の２群における各検査の予測値、実測値、および予測値－実測値の値（E-M
差）とその絶対値（E-M絶対値）の平均を左表に示す。高齢群のFRTのE-M絶対値のみ両群間に有
意な差を認めた。②成人・高齢の２群におけるFRTのE-M絶対値と自己受容度、MMSE・FAB得点と
の相関係数を右表に示す。両群の自己受容度、高齢群のFAB得点とに有意な相関を認めた。

【結論】高齢者は自身の運動機能を適切に予
測・評価しておらず、それは注意・遂行機能
の低下と関連すると示唆された。

FRTのE-M絶対値とのSpearman相関係数

　 自己受容度 MMSE FAB

成人群 -0.51* 0.20 0.21
高齢群 -0.66** -0.39 -0.46*

   * p<0.05, ** P<0.01　 　 　

各年代における検査の予測値、実測値、両者の差（E-M差）

AVLT 予測値 実測値 E-M差 E-M絶対値

成人群 6.3±1.6 6.7±2.1 -0.4±2.3 1.8±1.4
高齢群 5.2±1.2 5.3±1.6 -0.1±1.6 1.2±1.1
有意差 ns ns ns ns

FRT 予測値 実測値 E-M差 E-M絶対値

成人群 39.5±10.9 37.8±5.4 1.8±8.7 7.3±4.8
高齢群 39.8±16.0 30.2±9.0 9.1±19.0 16.9±12.1
有意差 ns ns ns <0.01



軽度の認知機能障害の予測を企図した認知機能評価とVBM解析

保健福祉学部現代福祉学科 澤田陽一

独創

連絡先：ysawada@fhw.oka-pu.ac.jp

超高齢社会に至った我が国では、2025年に認知症患者数が約700万人
（高齢者5人に1人）が認知症を発症すると推計されている。認知症の
大半を占めるアルツハイマー病は、いったん獲得された知的機能が不
可逆的に障害される進行性の変性疾患であり、重度な認知機能障害を
伴うため、その治療には認知機能障害の増悪抑制・進行遅延を目的と
した症候改善薬が使用されてきた。近年、認知症の前駆状態での認知
機能障害の発症･進行を根本的に制御するアミロイド疾患修飾薬が新た
に開発され、軽症な認知機能障害に対して早期に治療介入することが
可能になるものと期待されている。このことから、認知機能障害の診
断･治療の端緒は、認知正常者あるいは軽度認知障害者が重度化する前
に、認知症に至る可能性のある軽症者を精度よくスクリーニングする
ことにある。

本研究では主に高齢者を対象に、見当識、注意、記憶、遂行機能、空間認知などの種々の認知ド
メインにおける機能評価を行い、従来から認知症のスクリーニング検査として用いられてきたMini
Mental State Examination（MMSE）との関連や脳解剖画像（Voxel-based morphometry:VBM）との
関連を検討したので、本学開催のOPUフォーラムでその結果（の一部）を報告する予定である。ま
た、近年、アルツハイマー型認知症者の脳解剖画像を人工知能に学習させて指標化した「アルツハ
イマー病スコア（ADs）」も利用して分析を進めているので、あわせて報告する予定である。

図．健常・軽度認知機能障害群よりも認知症群で脳体積が減少している領域（青色）



Social Impact Bond事業参加者の歩数と歩行日数の変化

保健福祉学部現代福祉学科 井上祐介 他

独創

連絡先 井上祐介（岡山県立大学保健福祉学部現代福祉学科） y.inoue@fhw.oka-pu.ac.jp

日本でも健康増進をねらいとする地域環境の整備のために、民間の資金を公的サービスに活用

する枠組みである「ソーシャル・インパクト・ボンド（Social Impact Bond : SIB）」を導入す
る自治体が増えている。

SIBとは、民間資金を活用して民間企業等の事業者が革新的な社会課題解決型の事業を実施し、
その事業成果（社会的コストの効率化部分）に対して、自治体が成果報酬を支払う仕組みである。
ヘルスケア領域では、これまでに米国、英国、カナダ、オーストラリアなどで事業展開されてい
る。日本では経済産業省が導入を推進している。

A市では、地域住民の健康増進や人のつながりの強化
等を目的とし、SIBによる健康ポイント事業を行ってい
る。登録は専用WEBサイトまたは申込用紙で行い、「運
動」「栄養・食生活」「社会参加」などの実施に対して
健康ポイントを付与している。

しかし、SIBを活用した地域環境の整備が人々の健康
増進や社会参加を増やすのかについての研究は十分に行
われていない。そこで、本研究では、SIB事業を展開す
ることによる効果のエビデンスを蓄積することをねらい
とし、「運動」領域のうち、ウォーキングに着目し、
SIB事業参加者の1か月当たりの歩数と歩行日数の2年間
の変化を明らかにすることを目的とする。

結果はOPUフォーラムにおいて発表する。



メンタルヘルスとコミュニケーション教育のための協力認知の研究
ー 人工知能アプローチ ー （体験型デモあり）

情報工学部情報通信工学科 岩橋直人
保健福祉学部現代福祉学科 坂野純子、澤田陽一、保健福祉学部子ども学科 樟本千里
デザイン学部ビジュアルデザイン学科 齋藤美絵子

重点

連絡先 岩橋直人 iwahashi@c.oka-pu.ac.jp、坂野純子 jsakano@fhw.oka-pu.ac.jp

 協力認知研究用ソフトウエアRoCoCo開発

 仮想物理空間での身体的協力タスク

 オンライン・マルチプレイヤ

Human-Human, Human-AI, AI-AIの協力

 協力人工知能エージェント

チューリングテストパス（世界初）

 協力行動の数理的評価

 ストレス対処力

ストレス対処力評価SOC(Sense of Coherence)
とRoCoCo協力行動評価との関係性の解明

 ステレオタイプ認知

協力行動と協力相手に対するステレオタイプ
認知との関係の解明

 コミュニケーション教育

協力認知能力の向上に基づくコミュニケー
ション教育法の開発

デモ案内

当日、どなたでも、RoCoCoによる協力タスク
のプレイを体験していただけます。予約不要
ですので直接展示会場にお越しください。

図 1 RoCoCoの表示例と使用の様子

協力認知研究



貧困状態にある子どもに対する支援内容と文化資本・
社会関係資本の関連性に関する研究

保健福祉学部現代福祉学科 近藤理恵
保健福祉学研究科保健福祉学専攻 金頭賢

連絡先 近藤理恵 kondo@fhw.oka-pu.ac.jp

１．研究目的：本研究の目的は、Ｐ・ブルデューの文化資本・社会関係資本概念に基づいて、貧困状
態にある子どもの学習・生活支援を行っている支援団体を対象にした質問紙調査をもとに、①支援内
容と文化資本の関連性、及び②支援内容と社会関係資本の関連性について明らかにすることにある。

２．研究方法：貧困状態にある子どもの学習・生活支援を行っている456か所の団体を対象に、無記名
自記式の質問紙調査を郵送法にて実施した。回収数は151であり、回収率は33.1%であった。調査内容は、
基本属性、支援団体の状況、支援を受けることが困難な理由、支援の目標、支援の状況、体験活動の状
況、充実すべき支援、文化資本、社会関係資本についてであった。①支援内容と文化資本の関連性、及
び②支援内容と社会関係資本の関連性について、ステップワイズ法による重回帰分析を行った。

３．研究結果と考察：支援内容と文化資本との重回帰分析を行った結果、文化資本と関連性が最も
強かったのは、「子どもの様々な悩みの相談支援」であり、次いで「子どもと社会的な出来事につ
いて話をすること」、「体験活動の支援」であった。また、支援内容と社会関係資本との重回帰分
析を行った結果、社会関係資本と関連性が最も強かったのは、「子どもの様々な悩みの相談支援」
であり、次いで「体験活動の支援」、「子どもと社会的な出来事について話をすること」であった。
以上より、文化資本と社会関係資本を高めるためには、上記の支援が必要であると言える。

B 標準
誤差 β p値

子どもの様々な悩みの相談支援 1.742 .462 .302 <.001
子どもと社会的な出来事について話
をすること 1.439 .472 .250 .003

体験活動の支援 .969 .335 .217 .004
重相関係数 .362
調整済みR² .348
p値 <.001

B 標準
誤差 β p値

子どもの様々な悩みの相談支援 1.152 .275 .342 <.001
体験活動の支援 .611 .202 .230 .003
子どもと社会的な出来事について話
をすること .586 .284 .172 .041

重相関係数 .346
調整済みR² .332
p値 <.001

表1）重回帰分析による支援内容と文化資本の関連性 表2） 重回帰分析による支援内容と社会関係資本の関連性



屋内利用を考慮した視覚障がい者誘導用ブロックの開発と評価

保健福祉学部現代福祉学科 高戸仁郎 社会福祉法人幸風会 伊勢菜摘
保健福祉学研究科保健福祉学専攻 植野英一 モビリティソリューション研究所 田内雅規

連絡先 高戸仁郎 takato@fhw.oka-pu.ac.jp

【背景】視覚障害者誘導用ブロック（点字ブロック）は視覚障がい者の歩行を支援
する重要な手がかりであるが、突起高5mmのJIS準拠の点字ブロックは高齢者や
杖・車いす利用者の歩行効率に影響を及ぼす（小林ら,2005）。ISO(23599-2012)
では高齢者、車いす等への影響を考慮して4mmの高さを推奨している。

共同

【目的】現在、利用が進む点字ブロックとは異なる方式を用いる屋内用誘導ブロッ

①既存タイプ ②両端充填タイプ ③全充填タイプ

誘導マットの断面図（上）
誘導マットと改良型の裏面（右）

クの効果と可能性について検討するため、屋内用誘導路「歩導くんGuideway」
（誘導マット）について、その構造と効果の関係性について評価法を確立する事を目的とした。

【方法】誘導マットには設置路面とマット上面との間に底面径8mmの突起が配置され、柔軟性が高
く白杖での検出時に打感の違いを生みだしているが、傾斜部裏にも突起が配置されているため、
歩行の安定性に欠ける事が課題と考えた(①)。傾斜部が固く平坦部と傾斜部の継ぎ目を明確に
できる(②)、全体的に固くすることで歩行安定性を高め、方向性を向上できる (③)2種の改良
型を開発した。晴眼被験者9名による比較実験で検出容易性、歩行安定性の客観指標に加え、歩
きやすさ等の主観的評価を複合した評価法により､屋内環境への適性を検討した。

錦城護謨(株)web

歩
き
や
す
い

歩
き
に
く
い

③①②

0 1.361−0.43

【結果】3タイプとも5mの歩行路から逸脱することなく歩行できた。検出容易性、歩行安定性は②
が他よりも優れていた。一対比較による歩きやすさでは③が
他の2タイプよりも歩きやすいと評価された（右図）。



実践力を養う分野横断的ソーシャルワーク演習の実際

保健福祉学部現代福祉学科 竹本与志人、桐野 匡史、口村淳

共同

連絡先 竹本与志人 ytakemoto@fhw.oka-pu.ac.jp

• ソーシャルワークの対象者が疾病を抱えていることが多い現状を鑑み、保健医療分野での
ソーシャルワーク実践を習得することが求められている。

• 本演習では、ソーシャルワーク実習後に習得が求められる内容に焦点化した実践力を養う分
野横断的な実技指導を行っている。具体的には、実践的かつ学術的な知識及び技術として習
得できるよう、保健医療領域の事例等を活用し、社会保障制度の横断的活用能力を養ってい
る（4年次前期開講：90分×15回）。

（1）様々な福祉の支援対象者が利用する医療機関

での事例の検討を通して、援助を必要とする人
が抱える複合的な課題に対する総合的かつ包括
的な支援について実践的に習得できる。

（2）事例等を題材として、具体的なソーシャル

ワークの場面及び過程を想定した実技指導によ
り対人援助技術の向上と分野横断的な社会保障
制度や社会福祉サービス等の選定能力を養うこ
とができる。

（3）保健・医療・福祉の包括的な連携システムの
構築の意義を理解できる。

演習の到達目標

疾患別
患者心理の特性の

理解

分野を横断した
社会保障制度の活用方法の習得

疾患に伴って
派生する生活問
題･課題の理解

疾患の理解

実践と理論の関係の理解



長期化する新型コロナウイルス感染症下における大学生への生活課題：
2020年度と2021年度の比較から

保健福祉学部現代福祉学科 岩満賢次

連絡先 岩満賢次 iwamitsu@fhw.oka-pu.ac.jp

1. 本研本研究の目的は、新型コロナウイルス感染症下において、2020年と2021年に実施したア
ンケート調査を通じた大学生等の生活課題の変化を明らかにすることにある。感染症の蔓延
に伴い、2020年度より、オンライン授業などへの転換があり、大学生の生活は大きく変化し
た。国の経済的支援があるものの、生活課題は広範囲に渡っていると考えられている。

2. 研究の方法：2020年5月、7月、2021年5月、2022年1月に、大学生等を対象として、WEB調査
（各大学の学内ネットワークから学生へ依頼し、インターネット上のアンケートフォームに
よる入力方法）を行った。

3. 調査の項目：調査のすべてにおいて共通して「身体的健康状態」「精神的健康状態」「人間
関係（友人）」「人間関係（家族）」「経済的状況」「授業の状況」について質問を行って
いる。また、2020年7月、2022年1月調査では、国等の経済的支援政策の受給状況を質問して
おり、それらの支援政策の検証を行っている。

4. 結果：2020年度と2021年度を比較した結果、精神的健康が悪化している可能性が見られた。
コロナ禍が長期化する中で、健康状態が悪化する学生が増加した傾向があった。また、現金
給付、現物給付などを含め、支援の利用は低調であり、支援が十分にいきわたっていない現
状が見て取れた。



家族の自殺で残された子どもに対する支援を開始する際の３つの着眼点

保健福祉学部現代福祉学科 大倉高志

連絡先 大倉高志 t-okura@fhw.oka-pu.ac.jp

私たちが生きるこの社会の中で、ある家庭で自殺が発生した場合に、地域社会を構成す
る救急隊、警察、救急病院、葬儀社、市役所、学校教職員、産業精神保健従事者、ソー
シャルワーカー、カウンセラー等の関係者は、どのような点に気をつけて支援を実施する
ことが求められているのだろうか？

特に、自殺が発生した家庭の中で、子どもがいる場合には、自殺発生直後という状況の
中で、どのような点に気をつけて子どもの支援を開始する必要があるのだろうか？

平成１８（2006）年に国会で自殺対策基本法が制定・施行され、残された家族の深刻な
心理的影響が緩和されるよう適切な支援を実施するために必要な施策を国及び地方公共団
体が講ずることが明記された。

しかし、自殺発生直後における子どもへの適切な支援についての我が国の研究は散見さ
れるほどしかなく、関係者が対応に苦慮することが多かった。

このような中、発表者は、２０２０年にミネルヴァ書房から出版した著書である『自殺
で遺された家族が求める支援―偏見による苦しみへの対応―』において、自殺発生後の家
庭内における子どもが置かれた状況を把握する際の３つの着眼点を提案した。

その３つの着眼点とは、以下の通りである。
（１）現場にいたか
（２）自殺だったと教えられたか
（３）遺体との対面を果たしたか

本発表では、上記の３つの着眼点について詳しく紹介し、子どもに対する支援開始段階
における着眼点を紹介したい。



新人の介護職員がとらえる自己成長感

保健福祉学部現代福祉学科 趙敏廷

連絡先 趙敏廷 cho@fhw.oka-pu.ac.jp

【研究背景と目的】本研究は、介護の仕事がもつ魅力を可視化し、社会に発信していくための
有用な資料を得ることをねらいに、介護職員がとらえる自己成長感の概念を明らかにすること
を目的とした。とくに、介護職員のうち、離職者の割合が3年未満が多い現状を踏まえ、新人
の介護職員に焦点をあてることとした。

【研究方法】対象者は、介護福祉士の資格を有し、概ね3年程度実務経験を有する介護職員と
した。 質問内容は「入職時からこれまでを振り返り、介護に従事することのよって「成長」
を感じたエピソードについて」「成長」を促進・阻害すると思うものについて」「成長を実感
する前後の自己の変化について」などについて、半構造化面接を行った。音声はICレコーダー
に録音し、音声データーは、逐語録を作成後、内容分析を行った。なお、本研究における自己
成長感とは「介護の仕事に携わることで自分が成長している（成長した）という主観」とした。

【研究結果と考察】対象者は、3名であった。全員女性で、4年制の福祉大学で介護福祉士養成
課程を修了していた。勤務先は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホームで
あった。実務経験は、3年であった。分析の結果、新人の介護職員は、「職務遂行能力の変
化」の視点、自分の職務能力の変化を肯定的に評価する職員や利用者など「対人関係の変化」
の視点から自己の成長をとらえていた。 定期面接、テストなど新人研修プログラムがある場
合、職経験を振り返り、自己の成長を実感しやすい傾向であった。また、 介護の営みがもつ
特徴から利用者との関係性の変化は自己の成長をとらえる重要な視点であり、介護することの
楽しさや喜びの実感につながっていると考えた。一方で、 研修体制の未整備、即戦力を求め
られる職場環境においては、職務経験が成長に結びつかず、仕事に対する動機づけに影響する
可能性が示唆された。
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